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大商「SDGs・ESGビジネスプラットフォーム」の立ち上げ！ 

＆ 第１回ビジネスプラン発表・交流会 開催について 

 

[問合せ] 大阪商工会議所 国際部 大西・根来 

 ＴＥＬ ０６－６９４４－６４００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大商「SDGs・ESGビジネスプラットフォーム」：登録費用は無料（個別事業で参加費等を徴

収する場合有）。SDGs・ESG を「学ぶ」「取り組む」「事業創出」の 3 つを通して、登録企業

の SDGs・ESGの取り組みを支援する。 

○SDGs・ESGビジネスプラン発表・交流会：大阪商工会議所が今年度からスタートした、大

商「SDGs・ESG対応支援」ワークショップの参加企業 7社が、同ワークショップで検討し

た成果を発表する。 

 日  時  令和３年８月５日（木） １３：００～１６：００ 

 場  所  大阪商工会議所 4階 401号会議室（大阪市中央区本町橋２－８） 

 プログラム  (1)開会挨拶  大阪商工会議所 国際部長  根来 宜克 

        ・プラットフォーム設立の趣旨や概要について説明します。 

(2)ビジネスプラン発表‐参加企業 7社（企業概要等は裏面参照） 

        ①趣旨説明  りそな総合研究所 リーナルビジネス部長  藤原 明 氏 

  ②ビジネスプラン 

 「会場参加」の皆様には付箋を配布し、コメントや逆提案（協業希望）等

を受け付けします。「オンライン参加」の皆様にはチャットで受け付けい

たします。 

③総括、名刺交換会 

〇取材について 

  取材の受付は、１２：３０から会場受付で行います。受付にて名刺の提示もしくは受

付簿への記入をお願いします。受付順にご入場いただきます（8/4〆切、事前申込要）。 

以 上 

〇添付資料 

１）取材申込書、 ２）大商「SDGs・ESGプラットフォーム」の設置、 

３）大商「SDGs・ESG 対応支援」コンサルティング 

 

大阪商工会議所は、大商「SDGs・ESGビジネスプラットフォーム」を 8月 5日に立ち上げる。

カーボンニュートラルを含む SDGs や ESG に関心が高い企業を集めて、国内外の企業マッチン

グの場を設け、SDGsや ESGをテーマにした事業創出を後押しする。 

大商は他の商工会議所に先駆け、SDGsや ESGの達成に向けて取り組んでおり、今年度からは

有料コンサルティング（大商「SDGs・ESG 対応支援」ワークショップ）をスタートさせた。同

日開催の同ワークショップ参加企業 7社のビジネスプラン発表・交流会を、プラットフォーム

最初のイベントと位置付ける。 



 

 

●有光工業  http://www.arimitsu.co.jp/               大阪市東成区 

【安心で安全な防除作業を提供、楽しい農業を実現する】 ＜産業用洗浄機や洗浄殺菌システム、農業用機械等を製造＞ 

約 2.5μの超微粒子の農薬を噴霧し、ハウス内を無人で防除できるシステムは、作業者に農薬がかかる心配がない。

農薬の作物への付着率を静電力により向上させる技術もある。お客様に安心を提供できる製品の開発が信条。 
 

●CELUMIX.INC  http://www.celumix.co.jp/            兵庫県芦屋市 

【成層圏に環境負荷の無い太陽光遮断物質を散布し地球を冷やす】   ＜社長は元歯科医師として 28 年間活躍＞ 

歯科材料の研究や開発などを行う企業を、2018 年に創業した。生体に適合した材料を探求し製造方法を研究す

る中で、地球温暖化による、気候変動に対応する太陽放射改変（SRM）用の環境負荷のない物質を発見した。 

 

●たけでん  http://www.takeden.co.jp/index.html          大阪市旭区 

【電設住建材総合商社として快適環境創造で社会貢献】     ＜「電設住建材総合商社」で環境省エネ製品を提供＞ 

太陽光発電システムや蓄電池、遮熱商材などを扱う。関西 39、首都圏 3、名古屋・松山に 1 の営業所を展開し、

地域への貢献度も高い。ＩＴ化を進め、社員の働き方改革は勿論、顧客サービスも他社に先駆けて推進。 
 

●ナガオカ  https://www.nagaokajapan.co.jp/            大阪市中央区 

【きれいな水、きれいなエネルギー】                 ＜コア技術である「スクリーン」は、世界を席巻する技術！＞ 

世界で数社、日本で唯一正式認定されたスクリーン・インターナルを石油精製・化学プラントに供給。水分野では、 

地下水の取水スクリーンでは国内トップシェアで、環境配慮型の水処理装置、海水取水などの事業にも進出。 
 

●ニイタカ  https://www.niitaka.co.jp/                  大阪市淀川区 

【パートナーシップでプラゴミゼロ】           ＜ホテル、レストランの頼れるパートナー、業務用洗剤や除菌剤等を製造＞ 

業務用洗剤や除菌剤等を製造する。小鍋料理に使われる固形燃料は同社が開発した製品で、年間生産数 2 億

個、国内 6割のシェアを有する主力製品の一つ。アルコール製剤の供給で感染症予防にも貢献する。 
 

●明友産業  https://www.meiyusangyo.co.jp/            大阪市中央区 

【価値ある創造で持続可能なモノづくりへ挑戦】     ＜主力製品のパラトルエンスルホン酸製造では、国内トップ企業！＞ 

パラトルエンスルホン酸は、洗剤・電子材料・農薬・樹脂製品などの原料や酸触媒など幅広い分野で使われており、

私たちの生活や社会を支えている。化学工業薬品を製造・販売し、創立 70年を迎える。 
 

●行田電線  http://www.yukita.co.jp/main/              大阪市城東区 

【全員が尊重される未来型組織】            ＜電線ケーブル業界の草分け！グリーン志向の高まりで需要拡大中＞ 

ラジオ用綿編組絶縁電線の製造で 1923 年創業。ワイヤーハーネスや電源コードの生産、自動車や太陽光発電関

連の部品製造など事業領域の拡大と海外進出で業績を伸ばしてきた。今後も成長が期待できる。 

 

登壇企業のご紹介（社名 50音順） 
 

 

●有光工業 

ハウス栽培の防除は、人が農薬を噴霧するの
が一般的。それにかえて完全無人で防除する
手法を普及させようと薬剤メーカーや行政機
関とともに取り組んでいる。 

防除作業時間 9 割減を目指す高知県で
は、3 年前から同社の無人防除システム導
入を進めている。 

 

海外、とくに欧州では減農薬の要望が強く、

現在、フランスのぶどう畑で大手企業と一緒に

●たけでん 

お客様に見積書を提出する際に、価格提示
だけでなく、その設備や商材がもたらす CO2
削減効果を「環境見積」として、わかりやすく
提案できないか、検討中。 

省エネ空調や LED 照明など効果が測りやす
いものから着手する。 



 

取 材 申 込 書 

 

 

大阪商工会議所 国際部 大西・根来 宛 

Fax      : ０６－６９４４－６２９３ 

メールアドレス：intl@osaka.cci.or.jp 

問い合わせ先：０６－６９４４－６４００ 

 

「SDGs・ESGビジネスプラン発表・交流会」 
 

１．日 時：2021年８月５日(木)  １３時００分から１６時００分 

２．場 所：大阪商工会議所 4階 401号会議室 

 

貴 社 名  

所  属   

芳 名  

連 絡 先 
TEL)           

FAX) 

カメラ撮影 
□ スチール撮影あり 

□ ムービー撮影あり 

 

※申込の締切は、2021年 8月 4日(水)の 17時 00分です。 

 



学ぶ ｾﾐﾅｰ等を通じた情報提供 取り組む ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ提供 事業創出 ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの推進 プラットフォームの概要

●啓発セミナー（国内外の状況や政策、
企業事例等をｾﾐﾅｰ等を通じて提供）

●先進地域・事例視察（SDGsやESG

の先進的事例を実地に視察）

●HP（SDGs専用HPを通じた情報提供）

大商「SDGs・ESGビジネスプラットフォーム」の設置

◆募集開始
● 2021年 8月5日(金)開始！

＆第1回Ｍeet-upｲﾍﾞﾝﾄ 開催
（大商ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ発表・交流会）

◆登録費用
● 無料（個別事業で参加費を徴収

する場合有）

©MBS/吉本興業

●大商「SDGs・ESG対応支援」
コンサルティング

個社コンサルのシェリングで、

安価で質の高いコンサルティングを提供！

大商ならではの良さを活かしたサービスです

※ワークショップとオプションメニューがあります

■設立趣旨

国連のSDGsの採択やESG投資の盛り上がり、菅首相による2050年カーボンニュートラル宣言など、日本でSDGsやESGを求める風潮が高まっている。とくに欧米の意識は高く、

グローバルに展開する企業によっては避けて通れない課題であると同時に、サプライチェーンの観点から中小企業にとっても無関係ではない。

1.SDGsやESGは、企業の大小をと問わず避けて通れない！

２.ビジネス環境の変化はチャンス！ 新ビジネス創出につなげることが重要！

大商では他の商工会議所に先駆け、SDGsやESGの達成に取り組んできた。その優位性と大商固有のマッチング力を活かし、国内外企業の連携を促進し、

SDGsやESGに関連した新ビジネスの創出を支援する（大商の既存事業の活用、他の関連団体と連携した事業実施等を想定）。

プラットフォームで関心企業の囲い込みと対外的な取り組みPRを行い、事業効率を高める！

紹 介 マッチング アイデア共有

●Meet-upイベント＆個別相談会

他の団体と協力して、オープンイノベーションで

産学連携や産産連携を進め、新規事業の

創出を後押し！

実証実験も含め、幅広く新しい事業の誕生を

支援します



大商「SDGs・ESG対応支援」コンサルティング

●大商「SDGs・ESG対応支援」コンサルティングは、コンサルティングのシェアリングサービスです！
コンサルティング 特 徴

（Ⅰ）ワークショップ
●グループ受講で人脈拡大、安価に質の高い

コンサルティングを受けらます！

個社コンサルティングを、グループ受講でプライスダウン

（Ⅱ）オプションメニュー

● 個社のニーズに合ったオプションメニューも

用意しています。
個社のニーズに合わせて、コンサルティングを提供

【期 間】 全4日間
【参加費】 33万円/社

（3人まで参加可能）
【主 催】 大阪商工会議所

※ 初回は7社参加でスタート！

ワークショップ 概 要

大商「SDGs・ESG対応支援」ワークショップ

▶ 2021年6月16日 ワークショップ様子

【プログラム提供・運営】
りそな総合研究

所


